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新年あけましておめでとうございます。 

皆様には町ボランティア連絡協議会（町ボ連）の活動に、ご理解とご支援を頂きま

してありがとうございます。 

町ボ連では１７団体（２３１名）が、それぞれ専門とする分野での勉強と研鑽を行

っています。その上で、少しでも皆様の安心な生活向上に寄り添うことが出来るよう

にと、活動を広げています。 

残念ながら、まだまだ町ボ連に対する認識が低く、また活動に参加される方が不足

しています。 

そこで今回、ボランティア活動の広報を兼ね、ボランティアに興味をお持ちの方へ

のお知らせの場としまして、2000 年会館ロビーに「上牧町のボランティア団体」の掲

示パネルを設置いたしました。ここには上牧町の全てのボランティアグループの活動

情報を掲載していく予定です。関心はあるが、きっかけがないという方も多くいらっ

しゃることと思います。是非ご覧ください。 

一人でも多くの方にご参加していただき、住民の方たちと一緒に「住んで優しい町」

を目指して活動してみませんか。そしてご自身の学びや体験を通して友達作りの場と

してもご活用してくだされば幸いです。 

最後に、町ボ連の活動でお役に立つことがございましたらお気軽に声掛けをお願い

します。 

上牧町ボランティア連絡協議会  会長 渡邊 文彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年 10 月 1 日、アピタ西大和店・スーパーおくやまの入り口にて 

2015 年 11 月 3 日、ペガサスホール正面玄関付近にて『赤い羽根の共同募金』の活動をしました。 

 両日とも、たくさんの方々のご協力を賜りありがとうございました。 

2016年 新年号 

上牧町ボランティア連絡協議会 

～ 町ボ連の活動報告 ～ 

アピタ おくやま ﾍﾟｶﾞｻｽﾎｰﾙ 

「赤い羽根の共同募金」 
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2015 年 10 月 24 日㈯～25 日㈰、第 3 小学校にて 

『子どもサバイバルキャンプ』が行われました。 

町ボ連として上牧町赤十字奉仕団が参加しました。 

自分たちの泊まるテントは自分たちで、夕飯のカレーライスを作り、机やイスのない所で食べました。 

西和消防署・ボーイスカウトの方々の指導のもとロープの使い方・水消火器の使い方・ＡＥＤの使い方などの訓

練をし、修了証書をいただきました。 

 

 

2015 年 11 月 15 日㈰、2000 年会館 屋内・屋外での訓練を行いました。 

訓練は、災害ボランティアセンター活動１日目の、災害ボランティアセンタースタッフ役・ 

ボランティア役・住民役に分かれシミュレーションするというものでした。 

各グループに分かれ「こんな時は どうする？」「何がいる？」 

など互いに質問を投げ掛け取り組んでいました。 

 

 

2015 年 12 月 5 日㈯、高取町リベルテホールで行われ、舞台発表の児童合唱・歌声広場・大正琴演奏・演劇

を鑑賞したり、体験コーナーでは物作りなどを楽しみ、各ボランティアさんとお話をしながらそれぞれの活動に

活かせるヒントをたくさん得られました。 

 

 

 

 

2000 年会館内の Café ぷらっとは、毎週金曜日 10 時から（平日）にアピタ西大和店サービスカウンター横に

てシフォンケーキと茶がゆボーロの販売をされています。 

Ｈ26 年度より、Café ぷらっとのメンバーさんと一緒に 

各団体が当番制でお手伝いをしています（第 4 金曜日）。 

その前日にはケーキ作りのお手伝いもしています。 

 

シフォンケーキ（大和茶味）は第５回スウィーツ甲子園 奈良大会で準優勝、 

茶がゆボーロは小麦粉・卵を使わず米粉で作っており、大和茶・ほうじ茶・しそ風味の 3 種類が入っています。 

2015 年 10 月 17 日に行われた第７回スウィーツ甲子園 奈良大会で 

見事グランプリを受賞した、「花橘の薫」というパウンドケーキも 

１２月より販売しています。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

「災害時対応訓練」に参加しました 

「ならボランティアフェスタ 2015」 

「子どもサバイバルキャンプ」 

「Café ぷらっとのケーキ販売のお手伝い」 
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「英語教室」  第１回 小さな国際交流のイベント開催 

 

留学生（アメリカ・カナダ・フィンランドなどの国々）を交え楽しい時間を過ごしませんか？ 

 

 留学生だけでなく英語教室にもイタリア・香港・シンガポール・オーストラリアなど、約１０カ国に 

永年勤務、留学した人がいますので楽しい会話が期待できると思います。              

会話以外にも体験コーナーを通して文化の交流を・・・ 

  

 

 

 

 

日時：１月１７日 ㈰ 12 時から１４時半 

場所：2000 年会館 多目的室      参加費：ひとり 200 円 

 

お申し込みは 090-6662-5511  金澤 

 

 

A Small Act of International Exchange 

 

How about having a good time together with overseas students from U.S.A., Canada, Finland etc.  

Besides them, our English club has about 10 persons who had been working or studying in Italy, Hong 

Kong, Singapore, Australia etc. and pleasant conversation will be able to be expected. 

 

 

 

 

 

 

Time and date：January 17(Sunday)         From 12:00 to 14:30 

Place：2000nen hall  Tamokuteki room      Expense：200 yen/each 

 

Please call 090-6662-5511 for application. 

Kanmaki-cho Volunteer English Club 

 

～ 各団体のイベント案内＆募集のお知らせ ～ 

子供向け           成人向け 

・外国童謡の勉強       ・ソプラノ歌手・詩吟・毛筆習字 

・紙芝居・折り紙       ・トールペイント・マジック 

※飲食は禁じられています。 

For children               For adults 

Foreign children songs         Soprano，Magic show 

Paper-story show，Paper folding    Shigin(Old Chinese poems with melody) 

※Please refrain from eating and drinking in the room. 
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☆2000 年会館の正面玄関のらせん階段右側のパネルで 

各団体、町ボ連の活動紹介・案内を始めました。 

 会館に来られた際には是非ご覧ください。 

☆社協のホームページ・フェイスブックにて随時更新されていますので、こちらも是非ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 町ボ連から お知らせ ～ 

～季節のおりがみをテーマに楽しい時間を過ごしませんか？～ 

「てあそびｃｌｕｂ」 

午前の会   9:30 ～ 12:00 午前の会 10:00 ～ 12:00

午後の会 13:00 ～ 15:30 午後の会 13:30 ～ 15:30

参加費 参加費

1月9日 300円 3月26日 200円

2月13日 300円 参加費

3月12日 200円 3月30日 200円

第2期（4月以降）は第2土曜日以外に、その翌日の日曜日に第1期のテーマ(re：てあそびclub)を開催する予定です。

もちもの：おりがみ20枚程度以上、はさみ、のり、えんぴつ、ものさし、せんたくばさみ3個くらい など

毎月 第２土曜日 kids・親子てあそびclub

1年の思い出 ㈬ ✄ハサミ名人✄

※テーマは変更する場合があります。

2000年会館　２Ｆ　　会議室３　(2)

申込締切：前月末日 申込締切：開催日１０日前

マフラー

手芸（予定）

第２土曜日の てあそびclub 親子てあそびclub

kidsてあそびclub

㈯ ピカピカの１年生

それぞれ定員を設けており先着順とさせていただきます。

親子てあそびclubは新小学１年生の親子対象とさせていただきます。

kidsの会はお子様対象で就学前のお子様は保護者付き添い可です。

『ひとりでハサミが使える』ことを参加基準とさせていただきます。

参加費（一部材料含む）のご協力、おりがみはご用意願います。

その他「もちもの」もありますので事前申込の上ご参加願います。

お気軽に 

お問い合わせください。 

 

 

http://kamishakyo.web.fc2.com/ 

 

 

https://www.facebook.com/kamishakyo 


